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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 小　松　良　正 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第１に、民事訴訟における処分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第２に、
民法上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴
えの利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第１に、反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第
２に、反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻5号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同
訴訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者
の救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。
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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 小　松　良　正 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第１に、民事訴訟における処分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第２に、
民法上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴
えの利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第１に、反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第
２に、反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻5号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同
訴訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者
の救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。
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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 小　松　良　正 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第１に、民事訴訟における処分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第２に、
民法上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴
えの利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第１に、反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第
２に、反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻5号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同
訴訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者
の救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。
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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 柴　谷　　　晃 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第1に、民事訴訟における分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第2に、民法
上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴えの
利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第1に、反訴訴求債権を自働債権する相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第2に、
反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻 5 号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同訴
訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者の
救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。
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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 柴　谷　　　晃 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第1に、民事訴訟における分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第2に、民法
上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴えの
利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第1に、反訴訴求債権を自働債権する相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第2に、
反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻 5 号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同訴
訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者の
救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。
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科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

民事訴訟法発展演習
（民事訴訟法発展演習Ⅱ） 柴　谷　　　晃 3必

（3選必） 後期 2

■講義内容■

■シラバス■
＜科目のねらい＞

＜履修の前提＞
　特になし

＜到達目標＞
 「科目のねらい」の達成を到達目標とする。

＜予・復習に要する時間＞
　毎回予習90分、復習60分程度を要する。

　すでに１年次及び２年次において、民法及び民事訴訟法において基礎的理解を得た受講生を対象とし、
民法と民事訴訟法の双方に関連する発展的な論点について、実体法と手続法の両面からより一層の理解
を得させ、その融合を図ることによって総合的な思考能力を身につけることを目的とする。判例を中心
とした資料を事前に配布して受講生に十分な予習の機会を与えるとともに、講義は、毎回、問答方式に
よる対話、討論型の授業を実施することによって、理解、修得の度合いを高める。毎回、まとめのレジ
ュメを配布する。

　これまでは、民法、民事訴訟法のそれぞれの科目ごとに授業が行われてきたが、この演習では、双方
の科目に関連した共通のテーマについて、それぞれ民法及び民事訴訟法の双方の観点から同時に、いわ
ば複眼的な問題分析能力を養うことを目的としている。このような能力は、将来実務家として活動する
際に重要な能力となると考えられるので、一つの事例について、常に民法及び民事訴訟法の双方の観点
から問題意識を持って分析する習慣を身につけるようにしてもらいたい。

＜科目の内容＞
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

 錯誤無効、詐欺による取消しをめぐって（最判昭45・3・26民集24巻3号151頁等）
　この回では、民法上の錯誤の意義、要件及び効果（特に、第三者による錯誤無効の可否）について検
討するともに、民事訴訟法の観点から、錯誤に関する要件事実の主張・立証責任の分配（特に、錯誤者
の「重過失」に関する主張・立証責任）、錯誤無効の主張と債権者代位権の問題について検討する。　
　 通謀虚偽表示をめぐって（最判昭35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、民法94条の通謀虚偽表示の意義、要件及び効果（受益者からの転得者の問題等）、特に
善意の第三者の範囲、第三者における無過失の必要性等の問題について検討する。また、民事訴訟法の
観点からは、虚偽表示における主張・立証責任（特に、第三者の「善意」についての主張・立証責任）、
共同訴訟、訴訟承継に関する問題等について検討する予定である。
 法人（会社）にかかわる紛争をめぐって（最判平35・2・2民集14巻1号36頁等）
　この回では、ある団体が民法上の権利能力のない社団に該当するための基準としてどのようなものが
考えられるか、特に財産的独立性の意義について検討するとともに、民法上の組合が民訴29条の権利能
力なき社団に該当するかどうかを検討する。また、株主代表訴訟等において、稟議書等について民訴法
220条の文書提出命令の申立てが認められるかどうかについても合わせて検討する。
 取得時効等にかかわる問題をめぐって（最判平8・11・12民集50巻10号2591頁等）
　この回では、所有権の取得時効に関する問題（善意占有及び悪意占有の場合等）、特に民法186条1項
の定める「所有の意思」の意義等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、取得時効の要件事実に関
する主張・立証責任の分配、法律上の事実推定、暫定真実に関する問題点等を検討する。また、いわゆ
る一部請求と時効中断の範囲についての判例・学説の展開を検討する。
 金銭債権支払請求訴訟をめぐって（最判平16・3・25民集58巻3号753頁等）
　この回では、第1に、金銭債務不存在確認請求訴訟が係属中に、先行訴訟の被告が原告として提起した
同一債務の給付訴訟の適法性の問題を検討する。第2に、裁判上の自白の要件、効果及び撤回可能性等の
問題について検討する。
 賃貸借契約の終了をめぐって（最判昭46・11・25民集25巻8号1343頁等）
　この回では、第1に、民事訴訟における分権主義の意義と一部認容判決の問題を検討し、第2に、民法
上の敷金返還請求権発生の要件、及び賃貸借契約継続中の敷金返還請求権確認の訴えの適法性（訴えの
利益）の問題について検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（１）（最判昭43・2・15民集22巻2号184頁等）
　この回では、第1に裁判上の和解の意義及び効力、裁判上の和解の解除の効果をめぐる問題を検討する。
第2に、独立当事者参加訴訟(民訴47条）の意義、及び一部の者のみが上訴した場合に生じる問題点等を
検討する。
 建物収去土地明渡請求訴訟をめぐって（２）（最判昭41・3・22民集20巻3号484頁等）
　この回では、建物収去土地明渡請求訴訟をめぐる民法上の諸問題を検討する。また、民事訴訟法上は、
建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物、要件事実、訴訟承継（引受承継）の意義、要件及び効果の問題等
を検討する。また、建物買取請求権（最判平7・12・15民集49巻10号3051頁）に関する判例を素材として、
建物買取請求権をめぐる民法上の諸問題、例えば借家人の債務不履行と建物買取請求権の行使の可否の
問題等を検討する。また、民事訴訟法上は、建物買取請求権と既判力の時的限界、引換給付判決の問題
等を検討する。
 債権者代位訴訟をめぐって（最判昭50・3・6民集53巻8号1899頁等）
　この回では、債権者代位権が認められるための要件、及び転用型の場合の要件に関する問題、行使の
効果等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者代位訴訟の法的性質（法定訴訟担当）、その
要件事実と主張・立証責任の分配、債権者代位訴訟の判決効、重複訴訟禁止の原則と独立当事者参加の
問題等を検討する。
 債権者取消訴訟をめぐって（最判平4・2・27民集46巻2号112頁等）
　この回では、債権者取消訴訟の要件及び効果（相対的効力）、現物返還と価格賠償、抵当権付不動産
の譲渡行為の取消し等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、債権者取消訴訟の法的性質、その要
件事実と主張・立証責任の分配、債権者取消訴訟の判決効、及び抗弁としての行使の可否等について検
討する。
 連帯債務をめぐって（最判昭53・3・23判時886号35頁等）
　この回では、多数当事者の債権関係の一つとしての連帯債務について、連帯債務者間における絶対的
効力と相対的効力の問題、とくに連帯債務者の一人の者に対する相殺、弁済、免除等の行為が他の連帯
債務者に及ぼす影響等の問題を検討する。また、民事訴訟法上は、連帯債務者を共同被告とする共同訴
訟の類型と「合一確定」の必要性、補助参加および訴訟告知の可否、判決の反射的効果の問題等を中心
に検討する。　
 相殺権の行使をめぐって（最判平18・4・14民集60巻4号1497頁等）
　この回では、第1に、反訴訴求債権を自働債権する相殺の抗弁の適法性の問題について検討し、第2に、
反対相殺の再抗弁の適法性の問題について検討する。
 不法行為による損害賠償請求訴訟をめぐって（最判昭48・4・5民集27巻3号419頁等）
　この回では、民法709条の不法行為の要件及び効果に関する諸問題、損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題
等を検討する。また、民事訴訟法上は、処分権主義と弁論主義、職権による過失相殺、一部請求と過失
相殺、確定判決後の追加賠償請求と信義則の問題等を検討する。また、この回では、土地工作物の占有
者及び所有者の責任（東京地判平元7・17判時1332号103頁）に関する判例を素材として、民法717条の土
地工作物の占有者及び所有者の不法行為責任に関する要件及び効果をめぐる問題点等を検討する。また、
民事訴訟法上は、民法717条の要件事実に関する主張・立証責任の分配、補助参加、訴訟告知及び同時審
判申出共同訴訟の問題等を中心に検討する。
 身分（相続）関係訴訟及び再審請求訴訟をめぐって（最判平16・7・6 民集58巻 5 号1390頁等）
　この回では、第１に、いわゆる相続権不存在確認の訴えに関する判例を素材として、固有必要的共同訴
訟が成立するための要件を検討する。第２に、訴状の送達に瑕疵がある場合の判決の効力及び当事者の
救済方法について検討する。
 定期試験
＜教科書＞＜参考書＞
教科書・参考書等は、すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので、特に新たな指定は行わ
 ない。


